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生活・環境

2月の自然観察会～早春の東
光寺緑地を歩こう
� 1007973ID

日程 2月27日㈯※雨天中止 集合 9:30
日野駅前、12:30同所解散 内容 講師
の解説を聞きながら早春の草花を観
察 案内 日野みどりの推進委員 対象 
小学生以下は保護者同伴 定員 申込
制で先着20組 費用 1家族当たり300
円（資料代） 申込 2月17日㈬～26日㈮
に電話 問 緑と清流課（☎514-8307）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室� 1011759ID

日時  3月2日㈫・3日㈬10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー おひなさまの絵柄など 定員 
申込制で各日先着10人程度 費用 各
日3,000円 申込 竹 内（ ☎090-7284-
1947）へ電話 問 都市農業振興課（☎
514-8447）

オンライン版交流ひろばcafé
日時 3月2日㈫13:30～15:00 内容 令和

3年度助成金のお知らせ。サロンな
ど居場所作りをしている団体の情報
交換・交流 対象 地域で住民の居場
所作りをしている団体 その他 オンラ
イン参加が難しい方はご相談を 申込 
2月25日㈭までに電話 問 日野市社会
福祉協議会（☎584-1294）

ガーデニング講習会
日時 3月5日㈮9:30～11:30 会場 緑化
交流センター 講師 三浦香澄氏（グリ
ーンアドバイザー、園芸ソムリエ） 
定員 申込制で先着20人 申込 2月17日
㈬8:30から電話 問 （公財）日野市環
境緑化協会（☎585-4740）

日野産農産物を使った手作り
パン教室� 1012207ID

日時  3月8日㈪・9日㈫10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー 干支パンなど 定員 申込制
で各日先着10人程度 費用 各日2,500
円 申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電
話 問 都市農業振興課（☎514-8447）

虹
に じ

友
と も

カフェ～LGBTとその家
族・友人のためのコミュニ
ティースペース� 1013734ID

日時  3月21日㈰13:30～16:00※入退

室自由 会場 多摩平の森ふれあい館
※直接会場へ 対象 当事者、親族、
支援者 問 男女平等課（☎584-2733）

障害がある方の就労とライフ
プランについて知るパネル展
� 1016202ID

日程 3月1日㈪～5日㈮ 会場 市役所1
階市民ホール 内容 障害と向き合い、
自分らしい人生を送る。多様な働き
方・生き方におけるライフプランの
提示 問 障害者就業支援パネル展事
務局くらしごと（☎042-843-1806）

「ひきこもり」や「生活の困り
ごと」の出張個別相談会
� 1012326ID

　相談員がお話を伺いながら解決の
道筋を一緒に考え、関係機関と連携
しながらお手伝いします。
日時 3月3日㈬10:30～16:30 会場 福祉
支援センター 定員 申込制で先着3組 
申込 3月2日㈫までに電話または市
役所2階セーフティネットコールセ
ンター窓口へ 問 セーフティネット
コールセンター（☎514-8542）

スポーツ
東部会館いきいき教室～骨盤な
めらか体操教室� 1000974ID  

日時 毎週金曜・土曜日9:30～10:30と
11:00～12:00 会場 東部会館集会室 
定員 申込制で先着5人 費用 5回で
5,500円のチケット購入制 申込 電話 
問 東部会館温水プール（☎583-5266）

健康
シニア体力測定会

日時 3月9日㈫9:30～11:30 会場 東部
会館 内容 体力測定、フレイルチェッ
クなど 対象 おおむね65歳以上の方 
定員 申込制で先着40人 申込 電話※
当日会場での申し込み不可 問 日野
市社会福祉協議会（☎584-1294）

趣味・教養
日野宿が雛

ひ な

人形とつるし雛で
彩られます� 1016403ID

　華やかに彩られた日野宿界
かいわい

隈のひ
な祭りをぜひご覧ください。
日時 2月16日㈫～3月7日㈰9:30～17: 

00※入館は16:30まで。2月22日㈪、3月
1日㈪は休館 会場 日野宿本陣 入館料 
200円※小・中学生50円 その他 枝川
寿子氏（室

しつらい
礼ゆずり葉講師）構成、古

布遊び「ひろの会」協力 問 新選組の
ふるさと歴史館（☎583-5100）

第54回伸びゆく日野市写真コ
ンクール～入賞作品を展示

　アマチュア写真家の皆さまが撮影
した力作を数多く展示します。四季
折々の自然や街の風景など、今まで
知らなかった日野を再発見できるか
もしれません。ぜひご覧ください。
日時  3月2日㈫～15日㈪8:30～17:15
※日曜日を除く 会場 市役所1階市民
ホール 問 日野市観光協会（☎586- 
8808※月曜日（祝日の場合は翌平日）
を除く）

第14回新選組書展
� 1016404ID

　新選組ゆかりの文字を書く書道
展。今回の課題は「誠」、「躬

み

を大
た い

樹
じ ゅ
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」そして「近藤勇」です。
入選作品のほか全国からの応募作品
をすべて展示します。
日時 3月2日㈫～31日㈬9:30～17:00※
入館は16:30まで。月曜日休館 入館料 
200円※小・中学生50円 その他 作品数
により期間中に一部入れ替えを行う
場合あり 会場・問  新選組のふるさと
歴史館（☎583-5100）

小島善太郎作品展示会
� 1000985ID

　晩年の絵画作品を中心に、今も残
されている画伯の使用した絵具や滞
欧時代の小物など、小島善太郎ゆか
りの品を出張展示します。
日時 3月3日㈬～7日㈰10:00～16:00※
7日は15:00まで 会場 ひの煉瓦ホー
ル（市民会館） 問 文化スポーツ課（☎
514-8462）

パソコン講習会（3月）  

日時・内容 右上表の通り 対象 ①以外
は文字入力ができる方 費用 ①～⑧
各3,060円⑨1,020円※いずれもテキ
スト代含む その他 個別指導（1時間
1,530円）あり 申込 2月22日㈪（必着）
までに〒191-0011日野本町2-4-7日
野市シルバー人材センター PC教室
係へ はがき  で。希望講座名と番号、住

所、氏名、電話番号、OS（分かる方）
を記入  会場・問  同センター（☎581-
8171）

番号・講座名 日時
①  はじめてのパソコン
（基本操作）

3月6日㈯・13日㈯
13:00～15:00

②  Word-1～文字変換、
簡単な案内文作成

3月5日㈮・12日㈮
10:00～12:00

③  Word-2～文章作成、
表作成など

3月19日㈮・26日㈮
10:00～12:00

④  Word-3～地図、写
真入り案内作成など

3月6日㈯・13日㈯
10:00～12:00

⑤  Word-4～ページ番
号、ふりがななど

3月27日㈯、4月3日㈯
10:00～12:00

⑥  Excel-2～グラフの
変更など

3月7日㈰・14日㈰
10:00～12:00

⑦  Excel-3～複合グラ
フ、IF関数など

3月28日㈰、 4月4日㈰
10:00～12:00

⑧  パワーポイント～経
営報告プレゼンなど

3月27日㈯、4月3日㈯
13:00～15:00

⑨  スマートフォン（お持
ちの方）～LINEの操作

3月14日㈰
13:00～15:00

ミサ曲�ハ長調�K.317「戴冠ミ
サ」 1000966ID

日時 3月14日㈰15:30から 出演 永峰大
輔（指揮）、佐藤美枝子（S）、丹呉由
利子（Ms）、村上敏明（T）、井出壮志
朗（Br）、コーラルファンタジー inひ
の（合唱） 演奏曲目 第一部…オペラア
リア、第二部…ミサ曲 ハ長調 K.317

「戴冠ミサ」 費用 S 席3,000円、A 席
2,000円※ 全 席 指 定。 高 校 生 以 下
1,000円 チケット販売 ひの煉瓦ホー
ル、七生公会堂、オンラインチケッ
トサービス（同会館 HP ） 会場・問  ひの
煉瓦ホール（市民会館）（☎585-2011）

平山台文化スポーツクラブ～
山歩きの指導員を募集
� 1003186ID

内容 1・2月を除く毎月第4火曜日に
実施する山歩きのコースの企画、下
見および引率（高齢の方など1回に20
人程度。年10回） 対象 登山の経験が
ある方 定員 2人 その他 交通費、謝礼
あり 申込 電話、ファクスまたはEメ
ール 問 同クラブ（☎・FAX 506-9979  
hirayamadai@hop.ocn.ne.jp）

とよだ市民ギャラリー利用者
募集（3～8月）　 1005900ID

　豊田駅北口から徒歩3分の手軽に
展示を楽しめるギャラリーです。展
示会の案内を日野市企業公社 HP に
掲載できます。ぜひご利用ください。
利用日 火曜～日曜日※年末年始を除

く 費用 下表の通り※各種割引あり。
詳細は問い合わせを 申込 利用開始
の6カ月前（市外在住者は2カ月前）か
ら電話 問 日野市企業公社（☎587-
6321）
団体または2人以上の
グループでの利用 1日2,000円

個人での利用 1日1,500円

子ども・保護者向け
図書館おはなし会（3月）
� 1016200ID

日時・会場・定員・問  下表の通り
 0～2歳児対象 

会場・問 日時 定員
高幡図書館

（☎591-7322）
3月3日㈬
15:00～15:15 先着5組

多摩平図書館
（☎583-2561）

3月11日㈭
10:30～10:45

（ひよこタイム）
先着5組

百草図書館
（☎594-4646）

3月17日㈬
15:00～15:15 先着4組

平山図書館
（☎591-7772）

3月18日㈭
10:30～10:45

（ひよこタイム）
先着3組

中央図書館
（☎586-0584）

3月25日㈭
10:30～10:45 先着5組

 3歳～未就学児対象 
会場・問 日時 定員

高幡図書館
（☎591-7322）

3月3日㈬
15:30～15:45 先着5組

中央図書館
（☎586-0584）

3月10日㈬
15:30～15:45 先着5組

百草図書館
（☎594-4646）

3月17日㈬
15:30～15:45 先着4組

日野図書館
（☎584-0467）

3月17日㈬
15:30～15:45 先着4組

多摩平図書館
（☎583-2561）

3月24日㈬
15:30～15:45 先着5組

　いずれも 申込 開始時間の15分前
から各館で受け付け（先着順） その他 
ひよこタイムとは乳幼児連れの保護
者が気兼ねなく来館できる時間。新
型コロナウイルス感染症対策の詳細
は、図書館 HP を参照または各館に
問い合わせを

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ� 1011846ID

日時 3月7日㈰15:00～16:00 対象 生後
3～5カ月児と保護者※初めての方優
先 定員 申込制で先着6組 申込 2月24
日㈬10:00から電話 会場・問  地域子ど
も家庭支援センター万願寺（☎586-
1312）

種目・日時・対象・定員  下表の通り 会場 市民の森ふれあいホール、市民陸
上競技場  費用 教室参加費…1回200円※中学生以下および65歳以上（ジョ
ギングのみ高校生以上）100円　保険料…1,850円※中学生以下1,450円、
65歳以上1,200円 申込 3月1日㈪（必着）までに〒191-0011日野本町7-12-1
市民陸上競技場内日野市体育協会へ 往復はがき  で。往信用裏面に参加種目、
住所、氏名、年齢、連絡先電話番号を。返信用表面に郵便番号、住所、
氏名を記入※応募多数の場合は抽選。3月10日㈬までに結果を送付

 問 日野市体育協会事務局（☎582-5770）
令和3年度「日野スポーツスクール」参加者募集

種目 日時※1 対象 定員

卓球 毎週水曜日18:30～20:30 小学4年～中学生の市内在住・在学者 20人

バドミントン 毎週水曜日18:30～20:30 小学4年～中学生の市内在住・在学者 40人

少林寺拳法 毎週水曜日18:00～20:00 小学生以上の市内在住・在勤・在学者※2 20人

ボクシング 毎週木曜日18:00～20:00 小学4年生以上の市内在住・在勤・在学者 20人

剣道 毎週金曜日18:00～20:00 小学生以上の市内在住・在勤・在学者※2 40人

空手道 毎週土曜日18:00～20:00 小学生以上の市内在住・在勤・在学者※2 50人

テコンドー 毎週土曜日18:00～20:00 小学生以上の市内在住・在勤・在学者※2 20人

バレーボール 毎週土曜日18:00～20:00 小学生以上の市内在住・在勤・在学者 50人

ジョギング（陸上）毎週月曜日18:30～19:30 中学生以上の市内在住・在勤・在学者 30人

※1 年末年始、大会開催期間などを除く　※2 保護者同伴で未就学児の参加可

めざせ未来のアスリート！

1010827ID
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9 8かんたん検索!��市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力
今号に関するお問い合わせ　日野市役所　代表☎ 585－1111　FAX 581－2516　 soudan@city.hino.lg.jp
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